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SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一

人取り残さない（Leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指

す世界共通の目標です。2015年の国連サミットにおいてすべての加盟国が合意した

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられました。2030年を達成

年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されています。

（外務省発行パンフレットより）

SDGs（エスディージーズ）とは？

SDGsカードゲームの貸し出しもでき

ます。興味のある方は、当協議会事務

局までお問い合わせください。

令和２年２月22日（土）に茅野市ひと・まちプラザにて「エコであったか暖らん会」を開催し

ました。

最近世界中で影響が危惧されている、気候変動や温暖化を解決するカギとなる「SDGs」につい

て、講師に環境カウンセラー／地球温暖化防止コミュニケーターの平島安人氏を招き、カードゲー

ムを通じて楽しく学びました。

参加者からは、「SDGｓについて知る機会が少なかったので、知ることができて良かった」や、

「ゲームを通じて気軽にSDGｓのことを話せた」などの感想をいただきました。



前のページでSDGsの17の目標について紹介しましたが、日々の生活の中にもSDGs

の17の目標に結びつく取組があります。いくつか例を載せますので、１つずつでも取り

組んでいきましょう。

目標６「安全な水とトイレを世界中に」

日本人１人あたりの水使用量は世界平均の約２倍である186ℓです。

水は無限ではないので、大切に使いましょう。

取組としては、

・手を洗うときに水の出しっぱなしをしない

・お風呂でシャワーを出しっぱなしにしない

目標７「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

日本の二酸化炭素の排出量は世界５位です。エネルギーの無駄遣いをや

めましょう。

取組としては、

・使っていない部屋の電気を消す

・エレベーターではなく階段を使う

などがあります。

目標12「つくる責任つかう責任」

日本の食料廃棄率は世界でもトップクラスです。モノを大切にしましょ

う。

取組としては、

・ご飯は残さず食べる

・鉛筆や消しゴムは小さくなるまで使う

・同じようなオモチャは買わない（オモチャは使えるまで使う）

などがあります。

目標１５「陸の豊かさも守ろう」

日本は年間約4,289万トン、東京ドーム約115杯分のゴミを排出して

います。ゴミ焼却量は、オランダやイギリスの10倍以上です。

取組としては、

・プラスチックの使用を抑えるために、スーパーにはマイバックを持っ

ていく

・ペットボトル飲料を買わず、マイボトルを持っていく

などがあります。

例を見ると、すぐにでも取り組めるものがたくさんあることがわかります。まだまだ他

にも考えると取り組めることがあると思います。

身のまわりから、日常生活からSDGsの目標達成に向けてどんな取り組みができるか、

ぜひご家族で考えてみてください。



令和２年11月25日（木）に市内の事業者で優れた環境取組を実践している（株）みや

ま様へ運営委員で視察してきました。（株）みやまはエコアクション21認証を取得して

おり、また、長野県SDGs推進企業にもなっています。

視察では、５S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）をはじめ、エコアクション21の導

入からSDGsに結び付けての環境活動の取組について説明していただきました。

SDGｓ推進担当の方から、パワーポイントで

わかりやすく環境取組について紹介していただ

きました。

事務所内を（株）みやまの百瀬社長自ら案内

いただきながら、説明していただきました。

可燃物ゴミ箱、プラゴミ箱、リユース箱に分け

て、リユース箱ではリユース（再利用）できる

ビニール袋などが入っており、必要な人が自由

に持っていかれるようになっていました。
業務や日常生活でのSDGsと関連付けられた

目標が、「私のSDGs目標」として全社員分

が掲示され、情報共有されていました。

環境掲示板として、社内の環境取組の目標や結果

など全社員がいつでも見られるように掲示されて

いました。

独自のキャラクターを作成し、楽しく、わか

りやすく取り組めるような工夫がされていま

した。



令和２年３月から６月にかけて、新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急事態宣言

により、私たちは自粛生活を初めて経験しました。当協議会でも例年イベントをいくつ

か行っていますが、中止や延期をしてきました。その中で、当協議会ではこの自粛生活

で感じたことを形として残したいと考え、つぶやきを9月から11月の期間に募集しまし

た。217名、629件のつぶやきが集まり、それらから見えてきた４つの課題とその課題

を解決していくための対策を当協議会でまとめました。皆さんのこれからの生活に取り

入れていただけたら嬉しく思います。

応募いただいたつぶやきから、こんなつぶやきがありました

家にいる時間が増えた

テイクアウトを家で食

べることが増えた

マスク生活

〇良い影響として①

・家の中や外をきれいにできた

・ポイ捨てや山のゴミが減った

・マスクを洗って使うように

なった

など

×悪い影響として①

・家庭内で出るゴミの量が増えた

・テイクアウトのプラスチック容

器が増えた

・マスクのゴミが増えた

など

つぶやきにあったとおり、市内の燃えるゴミの量は増えていました

上のグラフは、茅野市の燃えるゴミの量を昨年と比較したものです。自粛期間の３月から６月

の４か月間を見てみると、いずれの月も燃えるゴミの量が多いことが確認できました。

日本全国で出されるゴミの量は一人あたりにすると、１日約１kgと言われています。燃えるゴ

ミは、燃やすために燃料を使うため、ゴミを燃やすとCO2も排出されることになります。した

がってゴミを出すことは、温暖化と関係があります。
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家庭から出る燃料別でのCO2排出割合は、電気が

約半分を占めています

私たちができること②
不要な電気は切ろう！LED管に交換しよう！

家庭で使われる消費電力の第２位が照明機器によるものです。消し忘れしやすいトイレ

や階段も、消し忘れが多い場合は人感センサー付きのものに換えるのも１つの方法です。

LED照明は、従来の蛍光灯や電球より５０％以上の省エネにつながります。家庭内の設

備を大きく変えることはなかなか大変ですが、家電量販店では、従来の設備に取付可能な

LED管も販売されているようなので、LED管に交換されていない方は、ぜひお店に調べに

行ってみましょう。

〇良い影響として②

・パソコンを有効に使えた

・会社でテレワークを活用

など

×悪い影響として②

・電気代が増えた

・ゲームをしたりテレビを見る

時間が増えた

・スマホの使用時間が増えた

など

出典）温室効果ガスインベントリオフィス

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

（http://www.jccca.org/）より

左の図は、2018年度における、家庭から出る燃料別

でのCO2排出割合の内訳ですが、電気が約半分を占めて

いることがわかります。

使用する電気が太陽光や風力などの自然エネルギーによ

るものからはCO2の排出はありませんが、石炭などを使

用した火力発電によるものだと、電気をつくるために

CO2が排出され、結果として温暖化につながります。

普段の生活から資源分別に取り組まれていると

思いますが、面倒くさいと思って燃えるゴミに

混ぜているものはありませんか。例えば、お菓

子の小さな袋はプラスチック類に分別できたり、

チラシやお便りなどの紙類は雑ゴミとして資源

物に分別できたりします。

燃えるゴミを処理するのにも燃やすためのエ

ネルギーが使われているため、燃えるゴミの量

を減らすことも温暖化対策につながります。

日々少なからず出るゴミですが、物を大切に

使ってゴミを減らしたり、今一度資源物に分別

できないか見直し、家族みなさんで取り組んで

いきましょう。

私たちができること①
資源分別をきちんとしよう！燃えるゴミの量を減らそう！

ほかには・・・



市が設置している電気自動車用急速充電器の使用状況も自粛期間中と後で変化

左のグラフは、市が設置し

ている、尖石縄文考古館とす

ずらんの湯の電気自動車用急

速充電器の使用状況を昨年と

比較したグラフです。

自粛期間の４～６月は使用件

数が下がりましたが、自粛期

間後の７月からの使用件数は

増え、昨年並みに戻っていま

した。

自然の面からは、こんなつぶやきがありました・・・

私たちができること③
公共交通を利用しよう！

茅野市では、「のらざあ」というアプリを活用し

た乗合タクシーの導入と地域拠点を結ぶバスを運行

することで利用者の利便性を高め、自家用車を持っ

ていなくても自由に、好きな時にどこへでも移動で

きる地域公共交通の実証運行を2020年12月から

2021年5月まで行っています。

１km移動する際に排出される1人あたりのCO2

排出量は乗り物別で比較すると、自家用車が最も多

くなります。「のらざあ」は期間限定の実証運行で

すが、自家用車ではなく「のらざあ」を利用するこ

とでCO2排出量の削減にもつながります。積極的に

利用していきましょう。

飛行機や交通機関が減少した

車の数が減った

家の前を通る車が減った

×悪い影響として

・経済活動が滞る

など

〇良い影響として

・地域の空が清らかに

なったとの報道があっ

た

・空気が澄んで青空が

きれい

など

◀ のらざあに関する

茅野市HPはこちらか

◀ のらざあアプリダウンロード

（Android用）

のらざあアプリダウンロード

（iPhone用）▶
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上のグラフはマーケティング・リサーチ会社のクロスマーケティングが実施した調査で

すが、困っていることの上位に「友人や離れた家族に会えない」や「人とコミュニケー

ションが取りにくい」といったものが上がっています。また、感染状況が改善されたらし

たいことの上位にも「家族に会う・帰省」や「友人・知人・恋人に会う」といったものが

あり、直接人とかかわる、人とのつながりの重要性を感じられました。

人との関わりに関するつぶやきも多くいただきました

私たちができること④
コロナ対策をとりながらコミュニケーションをとっていこう！

環境とは直接的な結びつきはありませんが、つぶやきを募集して大事なことだと改めて

感じたので、４つ目として取り上げました。2020年は多くの行事やお祭りが中止になり

寂しい思いをした人が多かったと思います。新型コロナウイルス感染症が落ち着くのを待

つのも大事ですが、みんなでできる対策を取りながら、大事なことはやっていく、新しい

生活様式をつくっていくことになると思います。マスクを外して会話をすることもまだ難

しいですが、直接話すだけでも地域との関わりはできるものです。みんなで工夫しながら

地域のつながりを取り戻していきましょう。

〇良い影響として
・家族と過ごす時間が増

えた

・家族みんなでご飯を食

べられるようになった

・体をしっかり休めるこ

とができた

など

×悪い影響として
・孫や友達に会えなく

て寂しい

・人々の表情が見られ

ず楽しくない

・ストレスが増えた

・地域の人と話すこと

が少なくなった

など

集まることが少なく

なった
お祭りや行事が減った 友達と遊ばなくなった

全国でも、人との関わりが困りごと上位になっている

出典）クロス・マーケティング，新型コロナウイルス生活影響度調査（第14回），https://www.cross‐m.co.jp/report/health/20201218corona/（参照2020‐12‐



COOL CHOICEとは、地球温暖化対策につながる、また快適な暮らしにもつながるあらゆる「賢い選択」をしていこう

という国民運動のことです。茅野市地球温暖化対策地域協議会はこのCOOL CHOICEに賛同登録しています。

【問題１】温室効果ガスが全く存在しない場合の地球の平均気温は？

① ９℃ ② ０℃ ③ マイナス１９℃

【問題２】地球温暖化の影響で台風の発生数はどう変化した？

① 増えた ② 変わらない ③ 減った

【問題３】最新の日本の温室効果ガス排出量（2018年度）は2013年度比で？

① 増えた ② 変わらない ③ 減った

【問題４】電気自動車の保有台数は約10年前と比較してどのくらい増えた？

① 約１０倍 ② ５０倍 ③ 約５００倍以上

【問題５】家の中の熱の出入りが一番多い場所はどこ？

① 窓 ② 床 ③ 屋根

＜答え＞
【問１】③マイナス１９℃

温室効果ガスが全く存在しないと、冷凍庫の中のような地球になってしまいます。大気中にはたった0.04％
（400ppm）しか存在しないCO2ですが、この微量の温室効果ガスが多数の生物が存在する奇跡の惑星、地球をつ

くっています。しかし、産業革命に伴い人類は石炭や石油などの化石燃料を大量消費するようになり、これにより

大気中のCO2の量が増加し、過剰な温室効果により気温が上昇、気候バランスが崩れ始めているのが、「地球温

暖化（気候変動）」です。

【問２】②変わらない

近年の台風の発生数について、長期的な増加や減少の傾向はみられていませんが、IPCC第５次評価報告書に

よれば、地球温暖化の進行に伴い、台風など熱帯低気圧の強さが増す可能性が指摘されています。日本でも、地

球温暖化が原因と思われる影響、例えば異常気温による熱中症へのリスクや短時間集中豪雨の頻度は増加傾向

にあります。

（出典 気象庁ホームページ http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p13.thml)
【問３】③減った

省エネ技術革新や国民の努力で、2018年度の温室効果ガス排出量は2013年度比で約12％減少しています。日

本のパリ協定での削減目標は2030年度に2013年度比で26％削減することです。

【問４】③500倍以上

約10年前、2009年の電気自動車の保有台数は日本国内で186台。2019年、最新の保有台数は105,921台。なん

と約569倍に増加しています。

【問５】①窓

夏は73％、冬は58％の割合で窓から熱が出入りしています。窓の断熱が部屋の暑さ寒さを決める重要なポイン

トになります。窓の断熱対策は、省エネ＆賢い住まいづくりへの第一歩です。

COOL CHOICE クイズコーナー

茅野市地球温暖化対策地域協議会について

茅野市地球温暖化対策地域協議会は、地域の温暖化対策を積極的に実

践・推進することを目的として活動しています。

当協議会の活動に賛同いただける方、温暖化問題に関心・興味のある

方はいつでも事務局の環境課にご連絡ください。 茅野市地球温暖化対策協議

会に関するHPはこちらから▲


